
資料３

（単位：千円）

事業数 金額

159 1,890,127

87 1,074,510

24 211,131

30 361,057

26 411,161

7 91,161

30 348,725

22 159,435

8 189,290

42 466,892

25 246,890

11 191,993

6 28,009

329 28,066,846

114 13,492,235

107 6,668,581

29 1,907,449

79 5,998,581

32 86,890

東青地域県民局 4 7,432 西北地域県民局 7 24,030

中南地域県民局 4 12,620 上北地域県民局 6 14,424

三八地域県民局 8 16,452 下北地域県民局 3 11,932

1 300,000

521 30,343,863

55 164,644

5 10,146 9 32,730

9 27,945 12 36,062

12 33,744 8 24,017

未来を変える元気事業費補助

計

＜参考＞

東青地域県民局 西北地域県民局

中南地域県民局 上北地域県民局

三八地域県民局 下北地域県民局

地域県民局事業　計（戦略プロジェクト事業及び地域別計画推進事業）

④　あおもりの今と未来を切り拓く「ひとづくり」

地域別計画推進事業　計

　　１　みんなで目指す「健やか力」の向上

　　２　保健・医療・福祉体制の充実

    ③　食でとことんプロジェクト

　　１　食の生産力・商品力を極める

　　２　食の販売力を極める

　　３　食をとことん極めるための基盤づくり

戦略キーワード　計

①　地域資源をとことん生かした魅力あふれる「しごとづくり」

②　安んじて健やかに暮らせる持続可能な「まちづくり」

③　省エネと３Ｒでつなぐ人と自然にやさしい「さとづくり」

　　②　健康長寿県プロジェクト

平成２９年度未来を変える挑戦推進事業
（平成29年度当初予算）

　青森県基本計画未来を変える挑戦では、めざす姿の実現に向けて、「人口減少克服」
「健康長寿県」「食でとことん」の３つの戦略プロジェクト、４つの戦略キーワードに
より政策・施策の取組の重点化を図ります。また、地域県民局では、地域別計画に掲げ
る地域のめざす姿の実現のため、地域別計画推進事業を実施します。

戦略プロジェクト　計

　　①　人口減少克服プロジェクト

　　１　持続可能な地域をつくる

　　２　人口増加につなげる移住・定住促進

　　３　交流人口を増やす仕組みをつくる

　　４　子どもを産み育てやすい環境をつくる
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新 地域公共交通再編・利用促進事業 7,954 千円 企画政策部

新 次世代の人づくりスタートアップ事業 3,663 千円 企画政策部

新 未来の地域づくり支援総合プロジェクト事業 15,011 千円 企画政策部

新 統計調査体制強化システム構築事業 4,924 千円 企画政策部

新 女性活躍推進事業 6,922 千円 環境生活部

新 女性マーケティング人財育成事業 7,000 千円 商工労働部

新 あおもり型商店街活用買物環境向上モデル策定事業 8,225 千円 商工労働部

新 ものづくり人財確保等支援強化事業 15,055 千円 商工労働部

　持続可能な交通ネットワークの構築を図るため、地域公共交通再編実施
計画を策定するとともに、県民の地域公共交通の適切な利用を促す取組を
支援する。

　「青森県人づくり戦略」の策定から10周年を迎えるにあたり、県がこれ
までに取り組んできた様々な施策の成果を記念フォーラム等の開催を通じ
て県民等と共有するとともに、これからの10年を見据えて、「あおもりを
愛する人づくり戦略」の見直しを行う。

　継続的に新たな統計調査員が確保できるよう、市町村・大学と連携し、
大学生を統計調査員として育成・活用するシステムをモデル的に実施す
る。

　女性視点を踏まえた商品開発等が有効な分野における県内企業の女性
マーケティング人財を育成し、企業の新事業の展開を促進する。

　商店街が市町村・商工団体・地域経営体等と連携した地域主体の買物困
難者対策の取組を促進するため、商店街を活用した持続可能な買物環境向
上モデルを策定する。

　戦略プロジェクト1
　　人口減少克服プロジェクト

　急激な人口減少に歯止めをかけ、地域経済と生活機能を維持していくため、住民主体の持続可能な地
域づくりと多様な担い手の確保・育成に取り組むほか、魅力ある雇用の創出や地元に対する認識・理解
の浸透などによる若者・女性の県内定着と県外からの移住を促進する。
　併せて、北海道新幹線開業効果等による更なる経済発展に向けて、広域観光の推進や戦略的情報発信
などによる交流人口の拡大を図る。
　そのほか、結婚から子育てを社会全体で支える気運醸成と、企業等による支援を推進し、結婚・出
産・子育ての希望を実現しやすい環境を整える。

１　持続可能な地域をつくる

【事業数87、事業費1,074,510千円】

事業数24、事業費211,131千円
地域経済と生活機能を維持する仕組みづくりと担い手育成を進めていくため、農山漁村における

「地域経営」のレベルアップを図るほか、住民主体の地域づくりや持続可能な交通ネットワークの
構築などに取り組む。また、地域産業を支える事業者等の経営基盤の強化を図るとともに、多様な
人財の活躍を推進する。

　持続可能な地域づくりに向けて、市町村はもとより、集落地域等の主体
を対象に、その地域の実情に応じた支援や取組を部局間で連携して検討、
実施する。

　企業における女性活躍を推進するため、「青森県女性活躍推進協議会
（仮称）」を設置し、関係機関の連携協力体制を構築するとともに、男性
の家事・育児参画の促進に向け、長時間労働の是正や育児休業を取得しや
すい職場づくりのためのイクボスガイドの作成・配付等を行う。

　ものづくり産業の振興を図るため、県内企業を対象としたインターン
シップや企業見学会及び企業の経営トップ等を対象としたコンサルティン
グを実施し、技術系大学生等の県内就職を促進するとともに、企業の雇用
環境改善を図る。
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新 生産性向上による労働力減少対策事業 20,282 千円 商工労働部

新 事業承継円滑化支援事業 5,553 千円 商工労働部

新 女性農業者の活躍応援事業 4,230 千円 農林水産部

新 ＪＡによる農業労働力不足解消促進事業 4,355 千円 農林水産部

新 農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立推進事業 65,308 千円 農林水産部

新 建設業女性活躍推進事業 3,117 千円 県土整備部

新 移住促進につなげる空き家活用推進事業 2,393 千円 県土整備部

人口減少時代の市町村内交通網形成促進事業 1,885 千円 企画政策部

つながる県民もっと拡大事業 3,103 千円 企画政策部

「奥入瀬サミット」ネットワーク活用事業 6,895 千円 企画政策部

あおもり共助社会づくり基盤整備事業 4,505 千円 環境生活部

地域と育てる明日の技能者育成事業 1,452 千円 商工労働部

地域に広げよう農福連携推進事業 3,834 千円 農林水産部

産地直売所を核とした地域活性化推進事業 4,405 千円 農林水産部

観光地域づくり力強化促進事業 8,780 千円 観光国際戦略局

下北まちづくりプレーヤーレベルアップ事業 2,280 千円 下北地域県民局

２　人口増加につなげる移住・定住促進

新 障害福祉人材育成認証評価制度創設事業 5,212 千円 健康福祉部

　人口減少による生産活動の縮小を抑制し、県内企業の生産性向上を図る
ため、経営者・管理者から従業員、生産現場のそれぞれを対象とした研修
や現場指導等を実施する。

　県内企業の事業承継を支援するため、関係機関等の連携を強化するほ
か、事業承継が必要な企業を把握し、フォローアップのためのセミナーや
個別相談会を開催する。

　女性ならではの視点･発想を生かした地域貢献プロジェクト活動を支援
し、女性の活躍による地域コミュニティの強化と農山漁村の活性化を図
る。

　ＪＡを通じて農業労働力不足の実態調査を行い、労働力不足解消に向け
た対策を検討するための協議会を開催するとともに、ＪＡによる職業紹介
事業の強化に向けた支援を行う。

事業数30、事業費361,057千円

本県人口の社会減の大きな要因となっている若者・女性の人口流出に歯止めをかけ、将来の産業
や地域を担っていく人財を確保するため、若者・女性の県内定着促進と首都圏等からの転入を促進
する。

　空き家の解消と移住希望者の円滑な住宅確保を図るため、空き家所有者
や移住希望者との調整を行う空き家コンシェルジュを養成するとともに、
空き家物件の掘り起こしを行う。

　平成28年度から開始した「青森県介護サービス事業所認証評価制度」を
障害福祉分野にも導入し、職員の処遇改善と人材の確保・定着、サービス
の質の向上を図る。

　地域経営体の掘り起しや体制整備を推進するとともに、経営発展や地域
貢献に向けた取組を後押しするほか、若手農業トップランナーの育成強
化、地域をリードする農業法人の育成など、担い手の資質向上を支援す
る。

　建設業の担い手確保対策として、女性活躍推進の流れを加速・定着させ
るため、女性建設技術者ネットワーク会議や業界団体と連携し、建設業へ
の女性の入職・定着・登用の促進に向けた取組を実施する。
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新 工業高校生等県内就職促進事業 14,523 千円 商工労働部

新 まるごとあおもりＵＩＪターン雇用支援事業 26,920 千円 商工労働部

新 女性の就活・定着応援事業 13,078 千円 商工労働部

新 土木系人財県内定着プロジェクト推進事業 4,441 千円 県土整備部

新 量子科学センター利用促進事業 5,857 千円

新 高校と県内企業の連携ネットワーク強化事業 4,858 千円 教育庁

新 地域を支えるモノづくり・人づくりプロジェクト事業 11,100 千円 教育庁

新 中南地域創生・若者定着チャレンジ事業 5,082 千円 中南地域県民局

新 中南地域ものづくり企業等「人・技・体」強化事業 2,650 千円 中南地域県民局

新 西北地域移住マーケティング支援事業 2,700 千円 西北地域県民局

新 上北エリア移住促進支援事業 3,717 千円 上北地域県民局

　本県出身の土木系人財の県内への還流・定着を図るため、大学等との協
定締結、フォーラムの開催、インターンシップ実施態勢の構築等を行う。

エネルギー総合対策局

　管内市町の移住推進の取組を充実・強化するため、ターゲットを明確に
した広域的な受入体制の整備や効果的な情報発信を支援する。

　本県出身大学生等の県内企業への就職を促進するため、県内企業による
インターンシップの実施により、受入態勢の構築等を図るとともに、企業
合同ＰＲ会の開催、移住・就職情報サイトの開設等による情報発信や支援
体制の構築を行う。

　県内における女性の就活・定着促進を図るため、県内外の女子学生と若
手女子社員のキャリアプランニングを応援する機会を提供するとともに、
子育て女性を対象としたセミナーや職場体験等きめ細やかな再就職支援を
行う。

　工業高校生をはじめとする新規高卒者の県内就職を促進するため、工業
高校所在地ごとのものづくり企業の展示フェアを開催するほか、県内企業
情報の収集や生徒、保護者、教員に対する情報発信を強化する。

　上北管内市町村が連携して行う上北エリアとしての移住に係る取組を促
進するため、研究会による連携推進や情報発信の強化を支援する。

　平成29年10月開設予定の量子科学センターの利活用促進に向けて、情報
発信や産学連携ネットワークづくりを行う。

　高校生の県内定着に向けた強固なネットワークを構築するとともに、採
用活動の積極化のための相互理解や生徒と企業のミスマッチ解消を図りな
がら、県内就職という選択肢を増やし、高校生の県内就職率の上昇を図
る。

　工業高校と関係機関とのネットワークづくりを行い、工業高校生の県内
企業に対する理解を深めるとともに、地域企業・大学等と連携した地域課
題解決学習等を通して、地域のものづくり産業を支える人財を育成する。

　管内ものづくり企業等における次世代中核人財の育成を図るとともに、
ものづくり現場のカイゼンに取り組む企業のネットワーク構築と健康経営
の促進を図る。

　地域の工業高校の生徒等と企業の「対話」による相互理解促進の場や、
地域の強みを生かした広域連携による移住・交流の展開のための勉強会を
開催するほか、弘前圏域定住自立圏構成市町村と連携して婚活事業を実施
する。
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新 下北建設産業担い手確保プロデュース事業 1,779 千円 下北地域県民局

あおもりキャンパスＬＩＦＥ魅力再発見推進事業 6,719 千円 総務部

住んでよしの青森県！移住促進プロジェクト事業 46,798 千円 企画政策部

プロフェッショナル人材受入支援事業 30,000 千円 商工労働部

創業・起業支援強化推進事業 28,344 千円 商工労働部

誘致企業本社機能移転促進事業 13,836 千円 商工労働部

誘致企業あおもり人財獲得支援事業 8,470 千円 商工労働部

あおもり産学官金イノベーション創出推進事業 20,125 千円 商工労働部

ＩＴベンチャー誘致・創出事業 16,524 千円 商工労働部

就活応援・しごと定着事業 37,680 千円 商工労働部

地域を支える食品加工創造事業 7,900 千円 農林水産部

地域農業を支える新規就農者定着促進事業 6,117 千円 農林水産部

明日の酪農を担う後継者育成対策事業 4,753 千円 農林水産部

働かせたい・働いてよかった建設業発信事業 1,602 千円 県土整備部

風力発電メンテナンス支援事業 13,139 千円

高校生農力開花プロジェクト事業 7,487 千円 教育庁

三八地域産学出会い創出実証事業 5,270 千円 三八地域県民局

地域ぐるみによる三八地域ものづくり産業人財育成事業 4,376 千円 三八地域県民局

３　交流人口を増やす仕組みをつくる

新 λ（ラムダ）プロジェクト道南連携強化事業 17,677 千円 企画政策部

新 国際定期便・チャーター便誘致促進事業 37,800 千円 企画政策部

観光国際戦略局

新 中国定期路線運航促進事業 66,283 千円 企画政策部

観光国際戦略局

新 青森県・済州特別自治道交流推進関連事業 12,375 千円 企画政策部

観光国際戦略局

教育庁

　国際定期便及びチャーター便の就航を促進するため、海外航空会社等へ
のトップセールスや現地の旅行エージェントとの連携による誘客宣伝活動
等を行い、交流人口の拡大や外貨獲得につなげる。

北海道新幹線開業を契機とした津軽海峡交流圏の形成に向けた青函連携の活発化、韓国済州特別
自治道や台湾台中市との協定締結、クルーズ船の寄港数の増加といった様々な好機を捉え、立体観
光・周遊観光の推進、インバウンド対策の強化、戦略的な情報発信などにより積極的な誘客促進を
図る。

エネルギー総合対策局

　下北地域における地元建設産業への理解を深め、若年層の入職促進、地
元定着を図るため、小・中学生等を対象とした建設現場見学会や、高校生
を対象とした建設産業従事者との意見交換会等を実施する。

事業数26、事業費411,161千円

　λ（ラムダ）プロジェクトの推進を図るため、「津軽海峡交流圏ラムダ
作戦会議」の運営、北海道との連携・調整、シンボルキャラクター「マ
ギュロウ」を活用した情報発信等を行う。

　本県と中国を結ぶ国際定期便の運航促進を図るため、本県の魅力や路線
のＰＲ、現地の旅行エージェントとの連携による誘客宣伝活動及び県内事
業者の主体的な取組を促すための勉強会等を実施する。

　平成28年８月に姉妹提携協定を締結した韓国済州特別自治道との交流を
促進させるため、インフルエンサー招請による観光等ＰＲや本県小中高校
生の済州道への派遣など、更なる交流人口拡大やグローバル人財の育成に
向けた取組を行う。
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新 クルーズ船誘致促進事業 24,470 千円 健康福祉部

県土整備部

観光国際戦略局

新 青森ならではのグリーン・ツーリズム確立事業 20,046 千円 農林水産部

新 選ばれるあおもりサイクリング推進事業 17,310 千円 観光国際戦略局

新 ポップカルチャーコンテンツ活用事業 14,128 千円 観光国際戦略局

新 企業・ブランドコラボ情報発信事業 13,632 千円 観光国際戦略局

新 「青森ならではの暮らしツーリズム」促進事業 6,927 千円 観光国際戦略局

新 アオモリ・モビリティ推進事業（庁内ベンチャー事業枠） 10,188 千円 観光国際戦略局

新 青函周遊観光定着化推進事業 52,393 千円 観光国際戦略局

新 アクティブラーニング教育旅行推進事業 7,150 千円 観光国際戦略局

新 インバウンド受入環境改善対策強化事業 33,429 千円 観光国際戦略局

警察本部

新 三八地域一体型広域観光情報発信事業 5,846 千円 三八地域県民局

　クルーズ船の寄港拡大と訪日外国人旅行者の増加を図るため、メディア
を活用した情報発信、船社・旅行会社等とのネットワーク強化、歓迎体制
の整備、日本文化の体験イベント等を行う。

　アクティブラーニングを取り入れた教育旅行の開発・普及を図るため、
モデル地域におけるプログラム開発人材やファシリテーターの育成等を行
う。

　外国人観光客の利便性や満足度向上を図るため、青函手ぶら観光の推進
や観光事業者等の危機管理力を強化するほか、外国人観光客が安全に安心
して観光・滞在することができるよう、警察車両への英語表記や翻訳ツー
ル等を整備する。

　本県と北海道道南地域を巡る周遊観光ルートの魅力を広くＰＲするた
め、ＷＥＢ等を活用した情報発信や各種プロモーション、ＪＲ東日本と連
携した観光キャンペーン等を展開し、青函周遊観光の関心を高め、定番
コースとして定着化を図る。

　企業ブランドとのコラボレーションによる新たな情報発信手法を確立す
るため、企業等への提案活動を行うとともに、企業等との連携による商品
開発・情報発信を行う。

　本県ならではの風土や文化に根ざした暮らしぶりに着目した新たな観光
コンテンツの定着を図るため、地元旅行業者との連携によるツアーの開
発・検証及び情報発信を行う。

　国内外のグリーン・ツーリズム宿泊客の拡大に向け、受入団体や地元旅
行業者と連携し、「農山漁村の暮らし」を取り入れた新たなグリーン・
ツーリズムを展開する。

　若年層に対して情報発信力のあるアニメ等のコンテンツ（作品・人）と本県の魅力
を効果的に結びつけた情報発信や誘客等を行い、国内外における本県の認知度
向上及び新たな旅行客の獲得を図る。

　本県の自然観光資源をアクティビティで周遊する旅行スタイルを確立
し、本県への誘客を図るため、コンテンツの開発及び専門誌等を活用した
情報発信を行う。

　サイクリストに選ばれるエリアとしてのブランドを構築し、着実に誘客
につなげるため、受入環境整備などこれまでの成果や市場の評価を活用
し、本県・津軽海峡圏サイクリングの情報発信や宿泊施設発着サイクリン
グプログラム構築の支援等を行う。

　三八地域の広域観光の推進を図るため、地元の意識形成を図る広域観光
フォーラムの開催、パンフレット等の活用による情報発信、外国人観光客
誘客に向けたインフルエンサー等を活用したＰＲを実施する。
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むつ湾内航路多言語情報発信事業 2,160 千円 企画政策部

航路でつながる津軽海峡交流圏周遊促進事業 1,929 千円 企画政策部

奥津軽いまべつ駅二次交通運行・利用促進事業 17,863 千円 企画政策部

青森・ソウル線利用促進事業 15,650 千円 企画政策部

観光おもてなし・サービス向上事業 7,365 千円 観光国際戦略局

まるごとあおもり情報満足度向上事業 4,386 千円 観光国際戦略局

観光動画発信事業 3,114 千円 観光国際戦略局

東青・道南地域連携型観光推進事業 2,714 千円 東青地域県民局

津軽半島北部エリア誘客促進事業 6,000 千円 西北地域県民局

十和田湖奥入瀬自然・歴史魅力発信広域連携事業 6,626 千円 上北地域県民局

台湾を主軸とした下北インバウンド促進事業 3,700 千円 下北地域県民局

４　子どもを産み育てやすい環境をつくる

新 結婚から子育て応援企業支援事業 17,666 千円 健康福祉部

新 魅力ある保育所等促進事業 7,958 千円 健康福祉部

新 切れ目ない親子支援充実事業 17,651 千円 健康福祉部

まち・ひと・しごと創生オールあおもり連携促進事業 21,938 千円 企画政策部

あおもり出会い協働プロジェクト事業 18,366 千円 健康福祉部

農山漁村でとことん「学び・交流・体験」事業 5,346 千円 教育庁

あおもりの未来を変える０歳からの家庭教育応援事業 2,236 千円 教育庁

　妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の構築を図るため、母子
に係る妊娠期から子育て期までのデータを市町村等と情報共有できるシス
テムを構築するとともに、町村部における子育て世代包括支援センターの
設置に向けた取組を促進する。

結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現しやすい環境づくりに向けて、結婚から子育てを社会全
体で支える気運を醸成し、企業等の積極的な支援を推進するほか、質の高い保育サービスの提供と
保育士等の確保・定着などに取り組む。

事業数７、事業費91,161千円

　結婚から子育ての希望を実現する「働き方改革」に向けた取組の推進を
図るため、結婚から子育てを応援する企業等を対象とした新たな認定制度
を実施するとともに、企業等の雇用環境の改善等に向けた取組に対する支
援等を行う。

　保育士等の確保・定着と満足度の高い保育の提供を図るため、保育所等
を経営する法人の職員処遇や職場環境の改善及び保育サービスの充実等に
関する取組等を評価する新たな認証制度を構築する。
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新 自然活用・体験促進ガイド人財育成事業 5,777 千円 環境生活部

新 白神岳魅力向上発信事業 5,200 千円 環境生活部

新 運動ＤＥ糖尿病シャットアウト事業 3,056 千円 健康福祉部

新 あおもり型健康経営スタートアップ事業 5,830 千円 健康福祉部

新 あおもりアグリヘルスアップ事業 6,410 千円 健康福祉部

新 親子のむし歯予防と無煙世代育成事業 2,581 千円 健康福祉部

新 いのち支える包括的自殺対策事業 27,315 千円 健康福祉部

新 県民の食育実践向上事業 10,338 千円 農林水産部

　戦略プロジェクト2
　　健康長寿県プロジェクト

【事業数30、事業費348,725千円】

　県民一人ひとりが自らの生活習慣と向き合い、自発的な改善につなげることができるよう、市町
村、関係団体、企業等と連携・協働し、県民の健康意識改革を行うとともに、各主体による生活習慣
病の予防や健康増進などの取組を充実・強化していくほか、ライフ関連産業の更なる育成や地域の実
情を踏まえたこころの健康づくりにも着実に取り組む。

１　みんなで目指す「健やか力」の向上
事業数22、事業費159,435千円

県民の健康意識の醸成と自発的な健康づくりを促進するため、健康づくりに積極的に取り組む企
業や団体等の拡大を図るとともに、食育を通じた健康づくりや県産品の消費拡大を進めるほか、本
県の豊かな自然を生かした健康づくりやスポーツを通じた運動習慣の定着を図る。

　「禁煙見守りカード」の活用により、妊産婦及び同居者の禁煙状況を定期
的に把握・指導し、妊娠中から産後までの一貫した禁煙支援を行うほか、モ
デル市町村で幼児に対するフッ化物歯面塗布の利用に関する追跡調査及び効
果検証を行い、幼児のむし歯保有率の低下を図る。

　地域の実情を踏まえた実践的な自殺対策の推進を図るため、地域の現状を
分析し、戦略的な自殺対策計画を策定するとともに、ハイリスク層への対策
や、関係機関の連携による支援体制を強化する。

　県民の食育実践を促すため、農林水産業の生産・流通の現場や健康的な食
事の基礎を学ぶこと等により、｢食育は身近にある食材で手軽に始められるこ
と」を理解するための機会を提供する。

　自然公園の活用促進に向け、自然体験の健康増進効果等を伝えるガイド
や、県内各地で活動できる自然体験ボランティアガイドの育成を行う。

　白神岳の魅力向上による白神山地周辺地域の誘客を促進するため、大雨で
崩落し、立入禁止となっている登山道「二股コース」を再整備する。

　糖尿病の発症予防のため、特定保健指導の積極的支援の終了者に運動型健
康増進施設の利用を促し、運動習慣の定着促進を図る。

　従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」
の意義の浸透に向けて、新たに創設する「青森県健康経営認定制度」を活用
し、職域での健康づくりを促進する。

　第一次産業従事者の健康づくりを推進するため、農協や漁協が組合員の健
康増進を実践するのに要する経費に対する支援を行うとともに、セミナーで
その取組の普及を図る。
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新 スポーツでいきいき！生涯健康力アップ事業 7,643 千円 教育庁

新 がん予防のための中南地域健やか力向上事業 3,240 千円 中南地域県民局

「自然も人も健やか」自然公園活用促進事業 2,997 千円 環境生活部

白神山地「選ばれる世界遺産」プロジェクト事業 30,607 千円 環境生活部

糖尿病重症化予防事業 6,400 千円 健康福祉部

がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業 7,928 千円 健康福祉部

だし活！健活！減塩推進事業 8,647 千円 農林水産部

りんごの食習慣づくりステップアップ事業 5,393 千円 農林水産部

旬が美味しい青森のおさかな消費拡大事業 3,543 千円 農林水産部

未来を変える子ども健康づくり事業 7,388 千円 教育庁

上北アクティビティ・ブラッシュアップ事業 2,540 千円 上北地域県民局

明日を生きる力アップ推進事業 2,276 千円 上北地域県民局

下北地域健康なまちづくり事業 4,326 千円 下北地域県民局

めざせ！下北ＭＵＥＮ（無煙）タウン事業 （2,244 千円）

下北自転車ロード活用促進事業 （2,082 千円）

２　保健・医療・福祉体制の充実

新 多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業 14,548 千円 健康福祉部

新 新しい「地域を支える医療システム」構築特別対策事業 48,535 千円 健康福祉部

新 生活支援サービス充実強化事業 18,840 千円 健康福祉部

新 共に支える認知症支援ネットワーク事業 13,663 千円 健康福祉部

事業数８、事業費189,290千円

　女性や中高年齢者以上の年代を中心に、スポーツに親しみを持ってもら
い、運動習慣の定着を図るため、年齢・体力・運動能力に応じた運動メ
ニューの企画・提案をするとともに、スポーツ・健康教室及びスポーツと健
康に関するシンポジウムを開催する。

　地域住民が安心して医療を受けられる環境を整備するため、ＩＣＴを活用
した遠隔医療システムに係る研究、一定の医療行為が可能な看護師の育成、
薬剤師による訪問服薬支援体制の強化を行う。

　地域の実情に応じた介護予防・日常生活支援総合事業の推進を図るため、
市町村が実施する介護予防・日常生活支援サービスの創出に向けた取組を支
援するとともに、生活支援コーディネーターの養成研修等を開催する。

　将来的な認知症の不安がある者も含めた幅広い利用者を想定したオープン
型認知症カフェをモデル的に設置・運営し、普及を促すとともに、認知症サ
ポート医の養成や研修会により、地域における支援の連携を促進する。

安心して暮らせる地域づくりと人づくりを進めるため、包括的な相談支援体制や地域全体で認知
症を支える体制の整備を進めるとともに、地域を支える新しい医療システムの研究及び構築に取り
組むほか、ライフ関連産業の集積による地域経済の活性化と雇用の創出を図る。

　福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえた包括的な福祉サービスの提供体制
の確立を図るため、モデル圏域において、複合的な課題を抱える世帯に対す
る包括的な相談支援体制を整備する。

　ソーシャルマーケティング手法によるがん検診の勧奨方法の研修やモデル
市町村での実践等のほか、大学生と連携した健康づくり啓発、子どもと保護
者への受動喫煙防止ＰＲを行う。
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新 青森ライフイノベーション戦略セカンドステージ推進事業 80,021 千円 商工労働部

新 ヘルスケア産業製造拠点形成事業 6,865 千円 商工労働部

保健・医療・福祉包括ケアシステム・ネットワーク構築支援事業 4,502 千円 健康福祉部

若手・ＵＩＪターン医師県内定着特別対策事業 2,316 千円 健康福祉部

　県内事業者の域外競争力を高め、ヘルスケア産業の製造拠点の形成を図る
ため、キーデバイス製造グループ形成の実現可能性を調査するとともに、企
業におけるヘルスケアフード＆コスメ製品の品質管理体制の強化や企画提案
力の向上を支援する。

　平成28年３月に策定した「青森ライフイノベーション戦略セカンドステー
ジ」に基づき、医工連携の推進、ヘルスケアサービスの創出、あおもりＰＧ
関連商品の販路拡大等を支援する。
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新 労働力不足に対応した機械化農業推進事業 4,340 千円 農林水産部

新 あおもり米「青天の霹靂」ブランド確立推進事業 84,102 千円 農林水産部

新 「地域の６次産業化」拡大発展事業 11,904 千円 農林水産部

新 業務用加工食品ビジネス拡大事業 9,041 千円 農林水産部

新 あおもりながいも産地改革推進事業 6,199 千円 農林水産部

新 おうとう「ジュノハート」ブランド化推進事業 7,700 千円 農林水産部

新 産地と実需者をつなぐ「高品位加工りんご」推進事業 5,155 千円 農林水産部

新 あおもり短角牛再生緊急対策事業 5,940 千円 農林水産部

　農業の労働力不足に対応するため、メーカーとの協働による自動作業ト
ラクターなど最先端農業機械の有効性の実証により県内への導入を推進す
るとともに、国の研究機関との共同研究の提案活動を実施する。

 「青天の霹靂」のブランドイメージを確立し、本県のブランド米として定
着させるため、メディアを活用したイメージ戦略を展開するとともに、首
都圏・関西圏等での認知度向上に向けたプロモーションを実施する。

　農商工それぞれの強みを生かした連携の取組である「地域の６次産業
化」の拡大に向け、市町村と連携しながら、農林漁業者の加工品づくり等
の新規取組を促進するとともに、受託加工を担う中核プレーヤーの育成を
推進する。

　成長市場である中食市場等の業務用加工食品の生産拡大に向け、開発支
援と販路開拓、マッチング活動などを展開する。

  優良種苗の安定供給や新技術の開発、省力技術体系の普及による生産性
向上を図るほか、産地を支える若手生産者の育成と顕在化してきている補
助労働力不足の軽減に取り組む。

　おうとう「ジュノハート」を本県を代表するトップブランド産品として
育成していくため、関係者の共通認識のもと、生産対策と販売対策が一体
となった全体戦略を構築するとともに、鮮烈デビューに向けた取組を着実
に推進する。

　カットりんごやプレザーブ向け「高品位加工りんご」の安定供給体制を
確立するため、生産者のネットワーク化や、加工専用園の導入による省
力・低コスト化を推進する。

　本県の日本短角種の生産基盤強化及び生産者の所得向上を図るため、雌
雄判別した受精卵を活用した双子生産による繁殖雌牛の増頭とＴＭＲ飼料
（完全混合飼料）による低コスト生産への支援に取り組む。

事業数25、事業費246,890千円
農林水産品の安定供給と生産システムの効率化に向けて、省力機械・技術の実証や普及などによ

り生産性の向上を図るほか、高付加価値のブランド商品づくりに取り組み、県産品全体の評価向上
につなげる。

　戦略プロジェクト3
　　食でとことんプロジェクト

【事業数42、事業費466,892千円】

　本県の強みである農林水産業の更なる成長産業化に向けて、農業労働力の不足に対応した生産の省力
化・低コスト化と、県産品の更なる付加価値向上に取り組むほか、新たな物流システムを活用した販路
の開拓・拡大を進めるとともに、良質で安全・安心な食を育む環境づくりや人財育成など産地体制の強
化を図る。

１　食の生産力・商品力を極める
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新 中山間型土地改良推進事業 6,556 千円 農林水産部

新 持続可能なほたてがい生産推進事業 4,880 千円 農林水産部

新 なまこ種苗低コスト化実証事業 3,000 千円 農林水産部

新 冬の美食「北浜ほっき貝」生産力レベルアップ事業 1,800 千円 三八地域県民局

新 かみきた女性らく楽農作業サポート事業 2,672 千円 上北地域県民局

地域産品ブランド化推進体制構築事業 16,542 千円 農林水産部

中間加工連携強化対策事業 7,418 千円 農林水産部

旨さ確実「青天の霹靂」特Ａブランド米生産体制強化事業 18,280 千円 農林水産部

水田農業複合化やさい産地力向上事業 1,736 千円 農林水産部

青森にんにく革新技術実用化事業 13,941 千円 農林水産部

県産和牛生産基盤強化対策事業 2,069 千円 農林水産部

水田を活用した飼料自給力向上対策事業 6,944 千円 農林水産部

あおもり和牛全国評価向上対策事業 4,980 千円 農林水産部

未来につなぐさけ漁業推進事業 2,760 千円 農林水産部

あかいか漁場予測システム実用化事業 6,660 千円 農林水産部

漁港活用養殖漁業推進事業 10,000 千円 農林水産部

「つがるのミニトマト」生産拡大推進事業 2,271 千円 中南地域県民局

２　食の販売力を極める

新 東アジア中小企業輸出拡大支援事業 22,474 千円 観光国際戦略局

新 中南地域「農のふれカフェ」推進事業 2,082 千円 中南地域県民局

　東アジア地域でのこれまでの取組によるネットワーク等を活用し、物
産・観光連携によるビジネスツアーの実施や商談マッチング支援等を行
い、県内企業の新規参入の拡大及び輸出力向上を図る。

　中南地域の農家所得の向上と農業・農村の魅力アップに向け、農園等に
おける体験型カフェ（農のふれカフェ）に取り組む農家を育成するととも
に、認知度向上のためのＰＲを行う。

トップセールスや新たな物流サービス「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」などにより構築してきた販路を更
に拡大するほか、地産地消を促進する。

　地形条件が厳しく水田の大区画化や樹園地整備に制約がある中山間地域
での農作業の効率化・省力化を図るため、農業者自らが実施できる簡易な
基盤整備のモデルやりんご園の園内道の整備基準の検討及び実証等を行
う。

　野菜農家の軽労化と農繁期の労働力を確保するため、女性の目線で、身
体的負担が少ない働き方と若手農業サポーターの確保に向けた体制づくり
を推進する。

　現在のホタテガイ養殖経営体の生産構造と陸奥湾の餌料環境を把握する
とともに、各漁協等の実態に即した持続可能な生産体制を構築し、良質ホ
タテガイの安定生産による陸奥湾ホタテガイ産業の振興を図る。

　大規模な施設を必要とせずに漁業者が行える低コストで安定したナマコ
種苗生産技術を確立するため、新たな知見による生産手法の検討及び実証
を行う。

　北浜海域（三沢～八戸）の特産水産物であるホッキガイを対象に、持続
的な生産対策の検討や、首都圏での販売促進などによる産地間競争力向上
に取り組み、北浜海域ホッキガイの資源維持と漁業経営の安定化を図る。

事業数11、事業費191,993千円
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県産品情報発信基盤強化事業 5,218 千円 農林水産部

青函エリア食のプロモーション推進事業 11,429 千円 農林水産部

青森プレミアム産品マッチング推進事業 22,627 千円 農林水産部

あおもり産品販売ネットワーク強化対策事業 28,242 千円 農林水産部

ほたてがい輸出拡大推進事業 8,295 千円 農林水産部

青森発！新流通サービス「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」活用促進事業 70,630 千円 県土整備部

青森りんご輸出促進支援事業 5,755 千円 観光国際戦略局

農林水産物輸出拡大戦略推進事業 11,434 千円 観光国際戦略局

上北の地元に愛される「まっしぐら」応援事業 3,807 千円 上北地域県民局

３　食をとことん極めるための基盤づくり

新 健康な土づくりレベルアップ事業 9,573 千円 農林水産部

新 浜を支える漁協合併促進事業 2,600 千円 農林水産部

あおもり元気企業販売力パワーアップ事業 7,319 千円 商工労働部

青森ブランドを育むきれいな水資源保全事業 2,430 千円 農林水産部

りんご輸出産地人財育成事業 4,261 千円 農林水産部

浜の未来を担う人財ステップアップ事業 1,826 千円 農林水産部

　平成29年度から５年間の「土づくり運動」や「環境にやさしい農業の推
進」等の基本方向、推進方策を示す、第２期「日本一健康な土づくり」推
進プランの実現に向けたスタートダッシュを図り、高品質で安全・安心な
農産物の生産体制の強化に取り組む。

　浜の活力向上、漁協の経営基盤強化を図るため、漁協系統組織が目標と
する平成31年度末までの合併の取組を促進させる。

事業数６、事業費28,009千円

健康な土づくりのレベルアップや認証ＧＡＰの取得支援、若手農業者等の育成などを通じ、農産
物等の信頼性を支える産地体制を強化する。
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新 県産材需要拡大・販売力強化事業 8,268 千円 農林水産部

新 「あおもりの肴」オーセンティック事業 8,430 千円 農林水産部

（庁内ベンチャー事業枠）

新 農商工連携成長産業化支援事業 5,446 千円 商工労働部

新 冬の農業生産拡大推進事業 2,971 千円 農林水産部

新 水産業強化支援事業費補助 261,000 千円 農林水産部

農工連携産業競争力強化事業 3,636 千円 商工労働部

ブランド化促進事業 2,188 千円 農林水産部

あおもり産品消費宣伝対策強化促進事業 61,146 千円 農林水産部

学校給食県産品供給・利用拡大事業 1,758 千円 農林水産部

「青森の食」総合的情報発信事業 22,375 千円 農林水産部

トップシェフのネットワーク活用による県産食材ＰＲ事業 2,500 千円 農林水産部

旗艦商品開発アドバイス事業 4,585 千円 農林水産部

あおもり食産業づくり推進事業 5,155 千円 農林水産部

６次産業化ネットワーク活動事業 34,738 千円 農林水産部

「日本一健康な土づくり運動」推進事業 2,592 千円 農林水産部

新たな経営安定支援制度移行円滑化対策事業 1,300 千円 農林水産部

飼料用米等経営導入実証事業 2,353 千円 農林水産部

あおもり米競争力強化事業 1,076 千円 農林水産部

経営所得安定対策直接支払推進事業 173,007 千円 農林水産部

野菜等産地強化総合対策事業 25,550 千円 農林水産部

農業生産総合対策事業費補助 877,500 千円 農林水産部

産地パワーアップ事業費補助 463,424 千円 農林水産部

果樹産地総合整備事業費補助 282,450 千円 農林水産部

特産果樹産地育成・ブランド確立事業 7,680 千円 農林水産部

次世代に繋ぐ新たな「りんごづくり」確立事業 8,438 千円 農林水産部

あおもり食産業を守る獣医師確保・育成対策事業 8,761 千円 農林水産部

草地畜産基盤整備事業 263,581 千円 農林水産部

あおもり産野生きのこ安全性実証事業 6,967 千円 農林水産部

県産きのこ原木供給体制整備事業 1,723 千円 農林水産部

さけ・ます種苗放流事業 131,211 千円 農林水産部

アジア輸出拡大戦略事業 16,912 千円 観光国際戦略局

　活け締め等による販売力の強化と、相性の良い県産品と組み合わせたＰＲ
により、「あおもりの肴」のオーセンティック（本物の・信頼できる）とし
ての知名度向上と消費拡大を図る。

　戦略キーワード１
　　地域資源をとことん生かした魅力あふれる「しごとづくり」

【事業数114、事業費13,492,235千円】

１　アグリ（農林水産業）分野の成長産業化

　多様な創業・起業支援や、ＩｏＴの活用など第４次産業革命の波に対応した新産業の創出、地域の特
性を生かした新たなビジネスモデルの構築や、ニーズを踏まえた観光コンテンツの開発とターゲットに
即した情報発信などによる戦略的な誘客促進に取り組むことにより、地域産業と観光産業を活性化し、
魅力あふれる「しごと」づくりと「雇用の場」づくりにつなげる。

　本県の充実した人工林資源の利用促進に向けて､新たな分野での需要の開
拓､公共建築物等の木造化を推進するとともに、多種多様な製材品の販売力
強化を図る。
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商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業 3,448 千円 商工労働部

新 積雪寒冷地型ゼロエネルギーハウス構築事業 4,960 千円

新 温泉熱カスケード利用モデル構築事業 5,471 千円

新 次世代自動車普及方策調査事業 4,944 千円

新 量子科学人材育成事業 32,852 千円

新 量子科学研究開発支援事業 40,000 千円

あおもり型スマートコミュニティ創出事業 7,439 千円

あおもりＣＯ２フリー水素活用推進事業 17,164 千円

原子力関連業務参入促進事業 3,588 千円

核融合研究開発拠点形成推進事業 7,421 千円

国際核融合拠点環境整備事業 79,833 千円

新 東京オリンピック・パラリンピックレガシー創出推進事業 14,795 千円 企画政策部

新 青い森鉄道の新たなユーザー獲得事業 7,979 千円 企画政策部

新 あおもり景観資産向上事業 9,954 千円 県土整備部

新 オンライン利用型観光客対策事業 14,574 千円 観光国際戦略局

新 国際重点エリア誘客対策強化事業 97,568 千円 観光国際戦略局

　省エネと創エネの組み合わせによるゼロエネルギーハウスの普及に向け
て、地中熱等の活用やＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）
導入などによる高気密高断熱住宅のモデルを構築する。

　インターネット予約を利用して来県する個人旅行客やピーク期以外の宿泊
者の増加を図るため、本県の魅力を生かしたオンライン販売向け宿泊プラン
やモデルコースの開発、プロモーション等を行う。

　専門家の助言等を踏まえ、オリンピック・パラリンピック開催効果の獲得
を目指した取組を展開する。また、事前キャンプ誘致等を目指す市町村の主
体的な取組を支援するほか、県内の気運醸成に向けた取組と国内外関係者へ
の戦略的な情報発信を行う。

　青い森鉄道線の利用促進を図るため、沿線地域と連携したワークショップ
の開催等により魅力ある旅行商品を開発するとともに、沿線の魅力を情報発
信する。

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

　外国人観光客の誘客に向けた良好な景観を形成するため、景観に配慮した
建築物等に対する規制方策を提案するガイドライン作成等によりモデルを創
出し、県内市町村の景観行政団体への移行を促進する。

　温泉熱エネルギーの有効活用と温泉地の活性化を図るため、地域の特性を
生かした温泉熱カスケード利用モデルプランを作成する。

　次世代自動車（ＥＶ・ＰＨＶ、ＦＣＶ）の県内における普及状況及び課題
等を把握するための調査を実施するとともに、フォーラムを開催し、効果的
な普及啓発につなげる。

　本県の外国人観光客の大勢を占める韓国、台湾、中国、香港を重点地域と
して、それぞれの地域のターゲット特性に応じて、旅行商品造成の促進やプ
ロモーション等を行い、誘客を促進する。

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

２　人口減少などに対応したライフ（医療・健康・福祉）分野の成長産業創出

３　グリーン（環境・エネルギー）関連産業の推進

４　戦略的な青森ならではのツーリズムの推進

エネルギー総合対策局
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新 タイ誘客対策強化事業 6,150 千円 観光国際戦略局

新 豪州誘客対策強化事業 9,624 千円 観光国際戦略局

新 ロケーションフォト誘致事業 5,007 千円 観光国際戦略局

首都圏窓口機能強化事業 3,719 千円 企画政策部

移住・交流推進事業 1,700 千円 企画政策部

外国人にもすぐわかる青い森鉄道の運行情報発信事業 3,739 千円 企画政策部

奥入瀬渓流の新たな交通システム活用によるエコツーリズム強化事業 10,194 千円 県土整備部

縄文遺跡群国営歴史公園化促進事業 192 千円 県土整備部

三陸ジオパーク推進事業 1,200 千円 危機管理局

インバウンド観光促進マーケティング事業 29,217 千円 観光国際戦略局

インバウンド観光コンテンツ開発事業 14,306 千円 観光国際戦略局

観光コンテンツパワーアップ推進事業 8,118 千円 観光国際戦略局

あおもりツーリズム創発事業 4,158 千円 観光国際戦略局

まるごとあおもりインフルエンサー獲得事業 21,931 千円 観光国際戦略局

十和田・八幡平観光ブラッシュアップ事業 36,171 千円 観光国際戦略局

東北六県連携事業 40,000 千円 観光国際戦略局

北東北「食街道」周遊プロモーション事業 24,790 千円 観光国際戦略局

冬の東北とスノーコンテンツ等発信事業 15,000 千円 観光国際戦略局

太平洋沿岸インバウンド連携強化事業 10,000 千円 観光国際戦略局

県民参加型国際交流推進事業 7,182 千円 観光国際戦略局

十和田湖冬物語開催費補助 6,875 千円 観光国際戦略局

「あおもり冬紀行」推進事業 8,191 千円 観光国際戦略局

中京圏誘客促進事業 7,318 千円 観光国際戦略局

関西圏誘客拡大推進事業 8,924 千円 観光国際戦略局

九州圏誘客推進事業 3,600 千円 観光国際戦略局

旅行商品造成促進事業 10,435 千円 観光国際戦略局

東アジア・東南アジア向け青函情報発信事業 5,100 千円 観光国際戦略局

韓国人観光客誘致拡大事業 2,160 千円 観光国際戦略局

外国人観光客受入体制整備事業 1,975 千円 観光国際戦略局

青森県観光案内所運営事業 5,082 千円 観光国際戦略局

青森県観光情報ネットワークシステム運営事業 4,686 千円 観光国際戦略局

　近年増加しているロケーションフォトの一大マーケットとなっている台
湾・香港を主なターゲットとして、旅行エージェント等の招請や情報発信、
受入態勢の検討等を行い、新たな観光需要を創出し、誘客を促進する。

　東南アジアの中で本県への宿泊者数が急速に伸びているタイをターゲット
とし、青森・ソウル線を活用した団体旅行の誘客や、個人旅行者向けの情報
発信を強化する。

　八甲田を訪れるスキーヤーを中心に本県への宿泊者数が増加しているオー
ストラリアからの誘客を更に促進するため、冬季の新たな魅力や冬季以外の
体験プログラム等をＰＲし、通年での誘客促進を図る。
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新 あおもりクラウドファンディング推進事業 6,201 千円 商工労働部

新 産業立地戦略イノベーション推進事業 8,500 千円 商工労働部

新 戦略的物流連携ビジネス創出事業 12,415 千円 商工労働部

新 あおもりＩｏＴビジネスイノベーション創出事業 23,067 千円 商工労働部

新 ＬＥＤ信号灯器着雪・凍結対策実用化研究事業 6,580 千円 商工労働部

警察本部

新 情報共有システムを用いた建設工事生産性向上事業 1,766 千円 県土整備部

新 ものづくり中小企業グローバル展開推進事業 9,800 千円 観光国際戦略局

生業づくり推進事業 2,845 千円 企画政策部

創業・成長産業推進金融対策事業費補助 100,441 千円 商工労働部

「売り上手あおもり」推進事業 2,272 千円 商工労働部

ビジネスサポートステーション運営事業 19,083 千円 商工労働部

伝統工芸品等首都圏マーケティング事業 6,360 千円 商工労働部

自動車関連産業集積促進事業 9,532 千円 商工労働部

ターゲット産業立地推進事業 26,211 千円 商工労働部

青森県産業立地促進費補助 1,330,987 千円 商工労働部

（債務負担行為設定額　3,000,000千円）

ＩＴ・コンタクトセンター関連産業立地促進費補助 108,116 千円 商工労働部

（債務負担行為設定額　　322,500千円）

知的財産総合活用促進事業 5,763 千円 商工労働部

知的財産活用新事業創出推進事業 7,998 千円 商工労働部

知財活用ビジネス強化事業 7,949 千円 商工労働部

建設産業新分野進出チャレンジ企業支援事業 4,092 千円 県土整備部

建設新技術発掘・展開強化事業 4,273 千円 県土整備部

情報化施工技術普及支援事業 5,004 千円 県土整備部

ロジスティクス推進事業 10,700 千円 県土整備部

八戸港コンテナ貨物震災復興推進事業 38,200 千円 県土整備部

東南アジア拠点地域中小企業販路拡大事業 13,806 千円 観光国際戦略局

５　青森県の強みを生かした地域産業の振興

　工業製品の輸出拡大を図るため、アドバイザーによる商談サポートを行う
ほか、台湾地域における取引拡大支援や、ベトナムでの取引開拓に向けた現
地企業等への訪問活動等を行う。

　中小企業者等による地域活性化に資するプロジェクトを募集・選定し、資
金調達を行う事例を創出することで、クラウドファンディングの普及を推進
する。

　建設業の人材不足への対応、建設工事の省力化及び生産性向上を図るた
め、工事情報共有システムを試行的に導入する。

　ＬＥＤ信号灯器の着雪・凍結による交通障害等を未然に防止するため、産
学官連携により雪に強いＬＥＤ信号灯器の製品化に向け、関係機関による
ワーキンググループでの協議、企業に対する開発支援等を行う。

　若者にとって「魅力ある」「質の高い」雇用の場の創出に向けて、戦略会
議を立ち上げ新たな立地戦略を策定するほか、コネクターハブ企業のサプラ
イチェーンの分析や情報システム・クリエイティブ産業の誘致に向けたＰＲ
活動を行う。

　高付加価値ビジネスモデルの創出と新分野産業立地の実現を目指し、県内
ものづくり企業と運輸企業との情報交換やマッチングによるトライアル活動
の支援等を実施する。

　ＩｏＴを活用した新たなＩＴビジネスの創出に向けて、ＩｏＴビジネス推
進ネットワークの構築や産業課題解決のためのワークショップを通じた試作
品開発を支援するとともに、ＩＴ人財の発掘・育成を行う。
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新 国内航空ネットワーク充実強化緊急事業 29,340 千円 企画政策部

新 地域活性化雇用創造プロジェクト推進事業 21,554 千円 商工労働部

新 あおもりの強みを生かす人財確保育成事業 112,000 千円 商工労働部

新 青森空港魅力向上推進事業 8,468 千円 県土整備部

モバイルワーク推進実証事業 18,309 千円 企画政策部

ジョブカフェあおもり運営・推進事業 90,190 千円 商工労働部

新規学校卒業者県内就職促進事業 2,745 千円 商工労働部

ＵＩＪターン人材誘致促進事業 4,070 千円 商工労働部

離職者等再就職訓練事業 609,649 千円 商工労働部

障害者雇用促進加速化事業 8,648 千円 商工労働部

幹線道路ネットワーク整備事業 7,447,846 千円 県土整備部

　国内航空路線の維持・充実を図るため、既存路線の知名度向上や冬季・乗
継利用促進のためのＰＲなど、県内空港の利用促進を行う。

　訪日外国人の増加や北海道新幹線開業など、青森空港を取り巻く状況変化
に対応し、更なる利用拡大を図るため、次期活性化ビジョンの策定など、青
森空港の魅力向上に向けた取組を推進する。

　「地域活性化雇用創造プロジェクト」を推進するための協議会を運営する
とともに、本プロジェクトの事業統括者及び地域人材コーディネーター等の
配置など推進体制を整備する。

　地域の雇用創造力の向上を図るため、「地域活性化雇用創造プロジェク
ト」事業の一環として、県内の企業が雇用した求職者を企業ニーズを満たす
人財に育成する事業を支援する。

６　安定した雇用の確保と県民の活動を支える基盤の整備
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健康あおもり21推進事業 3,644 千円 健康福祉部

血糖自己管理応援事業 3,411 千円 健康福祉部

歯と口の健康づくり推進事業 11,745 千円 健康福祉部

地域自殺対策推進センター運営事業 3,106 千円 健康福祉部

生活と健康をつなぐ法律相談事業 1,845 千円 健康福祉部

あおもりいのちの電話相談事業費補助 1,740 千円 健康福祉部

地域自殺対策強化事業 14,387 千円 健康福祉部

次代へつなげるあおもり食育県民運動充実事業 2,504 千円 農林水産部

0

新 大腸がん検診モデル事業 55,970 千円 健康福祉部

がん情報提供システム運営事業 5,094 千円 健康福祉部

肝炎特別対策事業 335,550 千円 健康福祉部

喫煙対策推進事業 3,147 千円 健康福祉部

市町村がん検診受診率アップ推進事業費補助 32,500 千円 健康福祉部

がん診療連携拠点病院機能強化事業 56,000 千円 健康福祉部

がんとの共生のためのがん患者活動支援事業 1,790 千円 健康福祉部

0

看護職員資格取得特別対策事業 21,007 千円 健康福祉部

地域医療支援センター事業 99,021 千円 健康福祉部

ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助 4,540 千円 健康福祉部

地域周産期母子医療センター運営費補助 45,738 千円 健康福祉部

周産期医療システム運営事業 7,056 千円 健康福祉部

小児救急電話相談事業 8,347 千円 健康福祉部

小児救急医療支援実施事業運営費補助 9,495 千円 健康福祉部

ドクターヘリ運航事業 488,799 千円 健康福祉部

0

難病医療ネットワーク運営事業 6,056 千円 健康福祉部

重症難病患者在宅療養支援事業 3,632 千円 健康福祉部

認知症対策普及支援事業 9,125 千円 健康福祉部

認知症介護実践者等養成事業 1,399 千円 健康福祉部

認知症疾患医療センター運営事業 22,175 千円 健康福祉部

介護人材育成認証評価制度事業 25,559 千円 健康福祉部

高次脳機能障害支援普及事業 2,859 千円 健康福祉部

障害者就業・生活支援センター運営費 31,172 千円 健康福祉部

　戦略キーワード２
　　安んじて健やかに暮らせる持続可能な「まちづくり」

【事業数107、事業費6,668,581千円】

　誰もが安心して健やかに暮らしていけるよう、福祉・介護人材の確保・定着など保健・医療・福祉分
野のサービス提供体制の充実を図るほか、自助・共助の推進による地域防災力の向上、特殊詐欺やサイ
バー犯罪など身近な危険の未然防止対策などを強化する。

１　県民一人ひとりの健康づくりの推進

２　がんを知り、がんと向き合い、がんを乗り越えられるがん対策

３　質の高い地域医療サービスの提供

４　誰もが生き生きと安心して暮らせる環境づくり
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0

新 子どもの貧困対策特別強化事業 4,411 千円 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助 1,141,196 千円 健康福祉部

保育士・保育所支援センター事業 22,795 千円 健康福祉部

ひとり親家庭等医療費補助 480,170 千円 健康福祉部

ひとり親家庭等生活向上事業費補助 3,000 千円 健康福祉部

生活困窮世帯児童等学習支援事業 14,900 千円 健康福祉部

家庭福祉対策教育支援貸付事業費補助 113,440 千円 健康福祉部

特定不妊治療費助成事業 93,768 千円 健康福祉部

乳幼児はつらつ育成事業費補助 618,232 千円 健康福祉部

発達障害者支援センター運営事業 49,849 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制整備事業 1,443 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制促進事業 2,664 千円 健康福祉部

発達障害者等支援体制推進事業 2,360 千円 健康福祉部

0

原子力施設環境放射線等監視事業 271,406 千円 危機管理局

原子力施設に係る安全確保対策事業 2,124 千円 危機管理局

緊急時連絡網整備事業 45,313 千円 危機管理局

防災活動資機材等整備事業 66,281 千円 危機管理局

緊急時対策調査・普及等事業 30,420 千円 危機管理局

原子力災害避難対策事業 81,549 千円 危機管理局

モニタリング等広報事業 21,136 千円 危機管理局

0

新 自主防災組織設立促進・スキルアップ事業 4,471 千円 危機管理局

新 県民防災力強化推進事業 6,200 千円 危機管理局

新 洪水等タイムライン策定事業 17,475 千円 県土整備部

新 消防団ＰＲ事業 5,323 千円 危機管理局

新 実践的防災教育推進事業 41,399 千円 危機管理局

新 災害時情報収集体制強化事業 5,400 千円 警察本部

自治体情報セキュリティ強化対策事業 168,301 千円 企画政策部

災害医療コーディネート体制強化事業 4,095 千円 健康福祉部

新型インフルエンザ等対策推進事業 69,500 千円 健康福祉部

災害派遣精神医療チーム活動資機材整備等事業 1,058 千円 健康福祉部

ため池の安全・安心力アップ事業 3,959 千円 農林水産部

防災物流インフラ強化計画策定事業 13,933 千円 県土整備部

下北地域広域避難路確保対策事業 1,300,000 千円 県土整備部

津波災害警戒区域指定に関する基礎調査事業 28,000 千円 県土整備部

洪水浸水想定区域策定事業 49,319 千円 県土整備部

港湾における防災・減災対策事業 9,428 千円 県土整備部

　防災意識の向上を図るため、防災に係る効果的な普及啓発活動の検討を行
うとともに、災害時の備え等の防災対策について取りまとめた県民向けの防
災ハンドブックを作成する。

　自主防災組織の組織率向上と育成強化を図るため、住民及び市町村職員を
対象とした研修会の開催や新たな自主防災組織のリーダーとなる人財の育成
に取り組むほか、自主防災組織と関係機関等との連携構築に向けたワーク
ショップ等を実施する。

　県内全域で学習支援を実施できる体制を整えるため、取組が進んでない市
部を対象に、事業推進手法やノウハウを確立するための取組を県がモデル的
に実施するほか、児童養護施設等の入所児の将来設計を関係機関と連携して
サポートするための体制を強化する。

５　安心して子どもを産み育てられる環境づくり

６　原子力施設の安全確保対策と原子力防災対策の推進

７　災害や危機に強い人づくり、地域づくり
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青森空港ＢＣＰ連携強化事業 3,677 千円 県土整備部

住宅耐震診断推進事業 3,643 千円 県土整備部

住宅耐震改修促進支援事業 3,247 千円 県土整備部

建築物耐震改修緊急促進事業費補助 42,765 千円 県土整備部

大規模災害等に備えた防災対策強化推進事業 26,166 千円 危機管理局

みんなが主役だ！地域コミュニティ再生・地域防災力向上事業 6,760 千円 危機管理局

大規模災害対策警察活動基盤整備事業 7,905 千円 警察本部

県民を守る「警察力」強化事業 4,650 千円 警察本部

0

新 人口減少社会に対応する市町村行政経営推進事業 6,039 千円 総務部

新 安全・安心地域活動活性化事業 2,395 千円 環境生活部

新 高齢者の安全・安心促進事業 5,066 千円 環境生活部

新 企業と少年を守るサイバーセキュリティ推進事業 3,791 千円 警察本部

新 自転車安全対策スマートサイクリスト育成事業 2,892 千円 警察本部

新 道の駅よこはまエリア地方創生拠点形成事業 127,506 千円 県土整備部

県税クレジット収納事業 1,140 千円 総務部

生活交通バス車両緊急整備事業費補助 29,810 千円 企画政策部

自転車事故防止緊急対策事業 1,273 千円 環境生活部

消費者行政推進事業 64,493 千円 環境生活部

多重債務者対策費 84,546 千円 環境生活部

地域生活定着支援事業 16,100 千円 健康福祉部

県産農畜産品の安全確保対策事業 11,806 千円 健康福祉部

流通食品安全対策重点事業 2,606 千円 健康福祉部

食品の放射性物質検査事業 2,301 千円 健康福祉部

牛海綿状脳症対策事業 4,390 千円 健康福祉部

食の安全を担う獣医師確保対策事業 8,284 千円 健康福祉部

（債務負担行為設定額　2,880千円）

感染症発生動向調査事業 10,910 千円 健康福祉部

風しん抗体検査事業費補助 1,709 千円 健康福祉部

ＤＶ被害者等総合支援事業 6,429 千円 健康福祉部

ＤＶ防止広報事業 956 千円 健康福祉部

県産農林水産物放射性物質調査事業 14,802 千円 農林水産部

食の信頼確保推進事業 4,065 千円 農林水産部

被災者住宅再建支援事業費補助 4,688 千円 県土整備部

応急仮設住宅等地元供給体制構築事業 4,147 千円 県土整備部

東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 4,088 千円 危機管理局

８　安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり

　県民生活を脅かすサイバー犯罪被害を未然に防止するため、企業を対象と
した体験型サイバーセキュリティセミナーを開催するとともに、中・高校生
及び保護者向け情報モラルフォーラムや学校教諭向けセミナーの開催等によ
る普及啓発を行う。

　中学生・高校生に対し、正しい自転車ルール・マナーの伝達・浸透を図る
ため、学校教職員や交通安全母の会会員等を対象に、正しい通行方法等を指
導できる人材を育成するとともに、自転車ルール検定等の実施による普及啓
発を行う。

　市町村において人口減少に対応した持続可能な行政サービスの提供を図る
ため、行政改革や広域連携等の推進に向けた作業部会を開催するとともに、
市町村の税収確保や徴収率向上に向けた取組への支援を実施する。

　犯罪の発生を許さない環境づくりと、犯罪が発生しにくい地域づくりを進
めるため、町内会等による自主防犯活動の活性化に向けた手引書等の作成を
行うとともに、地域の見守り活動活性化市町村研修会や地域防犯力強化セミ
ナーを実施する。

　高齢者を交通事故や特殊詐欺被害から守るため、通所施設や敬老会などに
おけるイベントを巡回訪問し、消費者トラブルや交通安全をテーマとした参
加体験型の講座等を実施する。
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子供・女性を性犯罪等から守るための対策事業 3,429 千円 警察本部

ストーカー・ＤＶ等被害者保護対策事業 379 千円 警察本部

身近な犯罪に対する抵抗力向上事業 1,814 千円 警察本部

性暴力被害者総合支援事業 2,554 千円 警察本部

交通信号機非常用電源確保対策費 17,835 千円 警察本部

シルバー交通安全教育推進事業 4,794 千円 警察本部
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新 小川原湖流域水環境改善促進事業 1,817 千円 環境生活部

新 あおもり野生動物対策事業 26,924 千円 環境生活部

新 青い森再造林加速化事業 5,035 千円 農林水産部

下北半島ニホンザル保護共生対策管理事業 1,694 千円 環境生活部

津軽地域ニホンザル保護管理対策事業 1,467 千円 環境生活部

鳥獣被害防止広域連携体制整備促進事業 2,850 千円 農林水産部

カワウによる内水面魚類被害防止対策事業 3,853 千円 農林水産部

あおもりエコ農産物生産拡大事業 2,530 千円 農林水産部

環境にやさしい農業管理技術向上事業 1,148 千円 農林水産部

環境保全型農業直接支払交付金事業 62,326 千円 農林水産部

松くい虫被害対策関連事業 65,071 千円 農林水産部

間伐等森林整備促進対策事業 24,742 千円 農林水産部

ナラ枯れ被害防止対策事業 2,600 千円 農林水産部

多面的機能支払事業 1,627,158 千円 農林水産部

新 ３Ｒ推進機能ステップアップ事業 14,428 千円 環境生活部

新 中小事業者省エネ対策・コスト削減強化プロジェクト事業 6,231 千円 環境生活部

　小川原湖の水環境改善の必要性を啓発するため、行政、事業者、流域住
民等の意識醸成に向けた水環境フェアの開催や、各種イベントでのパネル
展示を行う。

　人と野生動物が共生できる環境づくりに向け、ニホンジカ捕獲体制の強
化を図りながら、低密度な生息状況における効果的な捕獲手法の確立や捕
獲技術の向上、狩猟者の育成・確保に向けた取組を推進するとともに、ツ
キノワグマ生息調査等を行い、野生動物の適正な保護管理体制の強化を図
る。

　再造林を着実に実施していくため、森林所有者の造林意欲の向上につな
がる低コストシステムの普及・定着や民間資金等を活用した新たな支援の
仕組みづくりに向けた取組を展開する。

【事業数29、事業費1,907,449千円】

　戦略キーワード３
　　省エネと３Ｒでつなぐ人と自然にやさしい「さとづくり」

　中小事業者の省エネ対策を促進するため、医療・福祉等公共サービス部
門をはじめとする各事業所に対して省エネの意識改革や課題解決に必要な
専門家を派遣し具体的取組をサポートするとともに、国補助金等活用のた
めの相談体制を整備する。

　ごみ排出量の削減及びリサイクル率の向上を図るため、３Ｒ推進に関す
る県民向け広報や小学生を対象とした家庭での雑紙資源回収を行うととも
に、事業系一般廃棄物減量化マニュアル等の作成や市町村のごみ処理の見
える化・最適化に向けた支援等を行う。

１　自然との共生と暮らしを育む環境づくり

　野生鳥獣の適正な保護管理に向けて、ニホンジカの捕獲対策やツキノワグマの被害予防体制などを強
化する。
　また、省資源と省エネルギーによる環境負荷の軽減と快適な暮らしの両立を目指して、３Ｒや中小企
業者の省エネ対策の更なる推進、県民向けの環境教育の充実などに取り組む。

２　県民みんなでチャレンジする低炭素・循環型社会づくり
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新 あおもりスマートムーブ推進事業 4,676 千円 環境生活部

新 ＰＣＢ期限内処理促進事業 10,520 千円 環境生活部

ごみゼロあおもり普及啓発事業 3,239 千円 環境生活部

リサイクル製品認定推進事業 1,894 千円 環境生活部

生ごみ減量実践促進事業 7,623 千円 環境生活部

地球温暖化防止行動推進事業 7,352 千円 環境生活部

地球にやさしい暮らしかた普及推進事業 6,452 千円 環境生活部

建設系廃棄物適正処理緊急対策事業 6,784 千円 環境生活部

あおもり型稲わら有効利用加速化推進事業 1,663 千円 農林水産部

新 環境教育促進強化事業 5,000 千円 環境生活部

環境活動推進事業 199 千円 環境生活部

環境出前講座実施事業 1,694 千円 環境生活部

環境マネジメントシステム普及推進事業 479 千円 環境生活部

　環境配慮行動を実践できる人財を育成するため、環境ＮＰＯ等を対象と
した、地域資源を活用した体験型の環境教育プランの企画提案の公募によ
るモデル実施、県内大学との連携による若手の環境人財育成の仕組みづく
りなどに取り組む。

３　あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくりと仕組みづくり

　交通における二酸化炭素排出量の削減を図るため、エコで賢い移動方法
を選択するライフスタイルである「スマートムーブ」をキーワードとした
啓発活動、スマートムーブ通勤アワード等を実施する。

　高濃度ＰＣＢ廃棄物の期限内処理完了に向けて、関係機関と連携した広
報啓発活動等により、未把握機器の掘り起こしを行うとともに、ＰＣＢ専
門員配置などにより指導体制を強化し、集中的に立入指導等を進める。
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新 地域の見守りで輝く笑顔推進事業 12,497 千円 環境生活部

新 子ども・若者育成支援推進事業 7,020 千円 環境生活部

新 リビングリテラシー向上プログラム推進事業 8,000 千円 県土整備部

新 新しい時代を主体的に切り拓く小・中学生育成支援事業 18,796 千円 教育庁

新 深い学びにより主体的に未来を切り拓く高校生育成事業 14,808 千円 教育庁

新 小・中学生英語力向上推進事業 8,339 千円 教育庁

新 ハートフルリーダー等研修事業 5,243 千円 教育庁

新 私立高校生震災復興・創生支援活動費補助 3,200 千円 総務部

新 創造する産業人財育成事業 5,753 千円 商工労働部

新 高校生による震災復興サポート事業 5,055 千円 教育庁

　困難を有する子ども・若者の育成支援を充実させるため、地域におい
て子ども・若者を支援している関係機関等が参画する地区連絡会議や、
地域で支える住民意識の醸成のためのフォーラムを開催するとともに、
子ども・若者育成支援計画の改定等を行う。

　いじめ等の問題の早期発見・早期解消に係る組織的対応の強化及び児
童生徒一人ひとりの心情に寄り添ったきめ細かな教育の充実を図るた
め、校内組織の活性化や、児童生徒の環境適応度の把握による的確な指
導・対応の中核となる教員に対する研修及び生徒指導担当者研修を実施
する。

　戦略キーワード４
　　あおもりの今と未来を切り拓く「ひとづくり」

【事業数79、事業費5,998,581千円】

　学校・家庭・地域が一丸となったいじめ防止対策の気運醸成を図るた
め、県民大会の開催、県内一斉声かけ活動の強化及び地域の大人と子ど
もの対話集会の開催により、地域全体で子どもを見守る環境づくりの促
進と大人と子どもの信頼関係構築を図るとともに、各種媒体を活用した
普及啓発を行う。

　県民の豊かな住生活の実現や中古住宅市場の活性化を推進するため、
小・中学生、高校生等を対象にリビングリテラシー（住宅や住まい方に
関する基礎的な知識や判断能力）向上のための取組を実施する。

　高等学校における深い学びの視点に基づく探究型学習の推進を図るた
め、研究協議会を設置するとともに、将来の中核教員を中心としたワー
キンググループによる教員ネットワークの構築、研究指定校による実践
研究や研究成果発表会の開催、大学や企業と連携した体験学習などに取
り組む。

　小・中学校における主体的・対話的で深い学びの視点に基づく授業改
善や次期学習指導要領に応じた授業づくりのため、研究指定校による実
践研究を実施するとともに、将来中核となる教員を対象とした研修の実
施及び学力向上支援資料の作成、事業成果発表等のフォーラムの開催な
どに取り組む。

　小学校における外国語の教科導入等への体制整備及び中学生の英語力
と英語担当教員の指導力の向上を図るため、小学校英語教育に係る実践
研究、イングリッシュ・キャンプの実施、県版パフォーマンス評価活用
事例集の作成及び県版英単語集の改訂、中核教員研修等を実施する。

　小・中・高等学校において深い学びの視点に基づく授業づくりや探求型学習等を推進していくほか、
いじめ問題等の早期発見・早期解消に向けた相談支援体制・見守り体制を強化する。
　また、本県の歴史・文化、芸術の魅力発信や、スポーツを通じた地域活性化などを進める。

１　あおもりの未来をつくる人財の育成
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新 特別支援学校技能検定事業 3,896 千円 教育庁

私立学校外国語指導助手招致事業費補助 11,846 千円 総務部

「夢のカタチ」形成事業 4,385 千円 企画政策部

命を大切にする心を育む県民運動推進会議・フォーラム開催事業 1,902 千円 環境生活部

現場で学ぶ子どもの創造性育成推進事業費補助 2,165 千円 商工労働部

外国青年招致事業 3,616 千円 観光国際戦略局

国際交流員招致事業 19,915 千円 観光国際戦略局

語学指導を行う外国青年招致関係事業 13,351 千円 教育庁

ドリカム人づくり推進事業 9,825 千円 教育庁

あおもりグローバルスチューデント育成事業 12,319 千円 教育庁

進学力を高める高校支援事業 6,471 千円 教育庁

学習状況調査費 4,350 千円 教育庁

スクールカウンセラー配置事業 73,907 千円 教育庁

緊急スクールカウンセラー等派遣事業 14,242 千円 教育庁

24時間いじめ等電話相談事業 12,243 千円 教育庁

思いやりを育む安心できる学校づくり実践研究事業 5,958 千円 教育庁

子どもを見守る環境づくり推進事業 3,270 千円 教育庁

スクールソーシャルワーカー配置事業 30,723 千円 教育庁

ソーシャルメディア等監視員配置事業 1,987 千円 教育庁

医師を志す高校生支援事業 22,461 千円 教育庁

いじめ防止対策学校支援事業 750 千円 教育庁

特別支援学校就職促進事業 1,144 千円 教育庁

発達障害等のある児童生徒の支援体制強化事業 12,722 千円 教育庁

特別支援学校生徒の夢や志を支援する就労促進事業 48,614 千円 教育庁

農工融合による水耕栽培普及チャレンジ事業 6,175 千円 教育庁

地域で学校を支える仕組みづくり推進事業 4,594 千円 教育庁

郷土を愛する心を育てる学校教育支援事業 11,390 千円 教育庁

高校生の就職総合支援プロジェクト事業 36,542 千円 教育庁

仕事力養成推進事業 3,272 千円 教育庁

あおもりっ子育みプラン21実施費 665,250 千円 教育庁

学校図書館活動支援事業 6,797 千円 教育庁

県立学校校舎等建築費 919,475 千円 教育庁

県立学校長寿命化・重点改良事業 246,525 千円 教育庁

県立学校大規模改修費 1,556,200 千円 教育庁

いじめ防止キャンペーン推進事業 7,503 千円 教育庁

地域産業と学校の連携による地域人財育成事業 3,982 千円 教育庁

放課後子ども教室推進事業 62,289 千円 教育庁

高大連携キャリアサポート推進事業 876 千円 教育庁

県立高等学校将来構想検討事業 7,978 千円 教育庁

青森県の未来を担う主権者育成事業 4,877 千円

0

新 地域創生グローバル人財推進事業 2,769 千円 企画政策部

新 あおもりの明日をひらくＩＣＴ利活用促進事業 10,394 千円 企画政策部

選挙管理委員会事務局

　グローバル人財の育成を目的に、三沢市と連携して、20～30代の学
生・社会人を対象とした各種講座等を開催するほか、高校生等を対象と
したグローバル人財として本県に定着・回帰を促すセミナーを開催す
る。

　ＩＴに興味・関心を抱いてもらうことを目的に、中学生を対象とした
出前授業を開催するほか、フェアや人材育成講座の開催、官民協働のた
めオープンデータ化の取組を進める。

２　あおもりの今をつくる人財の育成
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新 女性起業育成・フォローアップ事業 3,680 千円 農林水産部

世界に向けた「青森ブランド」発信事業 7,752 千円 企画政策部

地域創発人財育成事業 3,478 千円 企画政策部

庁内寺子屋プロジェクト推進事業 4,185 千円 企画政策部

戦略的広報コミュニケーション構築事業 6,565 千円 企画政策部

起業家養成研修事業 1,782 千円 商工労働部

農業人材力強化総合支援事業 1,083,985 千円 農林水産部

農地中間管理機構事業 209,326 千円 農林水産部

機構集積協力金交付事業 419,166 千円 農林水産部

農地有効活用促進・情報発信事業 1,201 千円 農林水産部

フレッシュファーマーズ育成定着支援事業 3,172 千円 農林水産部

農業経営法人化等支援事業費補助 4,000 千円 農林水産部

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾開催費 1,429 千円 教育庁

0

新 県史編さん資料保存活用事業 11,373 千円 環境生活部

新 「あおもり型アート」人財育成・発信事業 15,732 千円 観光国際戦略局

新 演劇人育成による青森の文学の魅力発信事業 9,348 千円 観光国際戦略局

（未来デザイン県民会議枠）

新 競技力強化戦略検討事業 7,270 千円 教育庁

新 高校生文化財魅力発信事業 3,193 千円 教育庁

新 高校生ファッションチャレンジ事業 12,551 千円 環境生活部

新 新青森県総合運動公園水泳場基本計画策定事業 15,848 千円 教育庁

ＪＯＭＯＮ世界遺産登録ステップアップ事業 23,867 千円 企画政策部

ＪＯＭＯＮムーブメント拡大推進事業 47,948 千円 企画政策部

芸術文化出前教室開催事業 807 千円 環境生活部

文化芸術による創造のまちづくり推進事業 7,494 千円 環境生活部

競技力向上事業費補助 99,788 千円 教育庁

あおもりの未来を支えるスポーツ人財育成事業 16,705 千円 教育庁

国民体育大会開催準備事業 9,275 千円 教育庁

３　あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興

　地域の文化財の価値を再認識し、保護意識の醸成及び地域が一体と
なった魅力発信を図るため、高校生が地域の文化財の調査研究を行うと
ともに、研究成果や観光資源としての活用方法を紹介する発表会を開催
する。

　美術館の強みであるアート空間の活用やオリジナルダンス公演によ
り、県民とアーティストによる共同制作・発表を通じて、本県の文化芸
術を担う人財を発掘・育成するとともに、美術館の魅力を広く発信し、
誘客の拡大を図る。

　平成29年度で「青森県史」全巻刊行となることを機に、県民が郷土の
歴史に触れやすい環境を整備するため、本県の歴史資料の情報を検索・
利用できるシステムを構築する。

　平成31年の太宰生誕110年に向けた気運を高めるため、太宰文学の魅
力を演劇で伝える人財を育成し、太宰作品を原作としたオリジナル演劇
公演を開催する。

　国民体育大会の本県開催を見据えた総合的・戦略的な選手強化策につ
いて検討を行うため、委員会の設置・運営等を行う。
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新 東青地域観光資源ＰＲ事業 2,960 千円

新 東青地域冬季観光育成事業 2,029 千円

（再掲） 東青・道南地域連携型観光推進事業 2,714 千円

東青地域果樹の楽園づくり推進事業 1,257 千円

「津軽海峡本まぐろ」の品質見える化事業 1,186 千円

（再掲） 新 中南地域創生・若者定着チャレンジ事業 5,082 千円

（再掲） 新 中南地域ものづくり企業等「人・技・体」強化事業 2,650 千円

（再掲） 新 がん予防のための中南地域健やか力向上事業 3,240 千円

（再掲） 新 中南地域「農のふれカフェ」推進事業 2,082 千円

（１）東青地域県民局

【事業数９、事業費27,945千円】

　地域別計画推進事業等

【戦略プロジェクトを除く事業数32、事業費86,890千円】

　各地域県民局は、戦略プロジェクト及び６地域県民局の圏域ごとに策定した地域別計画に掲げ
る「今後５年間の取組の基本方針と主な取組」に基づいた取組を積極的に展開する。

【事業数５、事業費10,146千円】

（２）中南地域県民局

【事業数55、事業費164,644千円】

  個人旅行客をターゲットに、地域住民しか知らない自慢の絶景ポイントの
情報発信を行うとともに、地域と連携して多彩な地域資源を活用したモデル
コースの作成等を行う。

　首都圏在住者など雪との触れ合いが少ないエリアの住民をターゲットとし
て、管内市町村観光所属担当者等と協議しながら、冬季に実施する体験メ
ニューの造成、情報発信を行う。

１　地域県民局事業

　管内ものづくり企業等における次世代中核人財の育成を図るとともに、も
のづくり現場のカイゼンに取り組む企業のネットワーク構築と健康経営の促
進を図る。

　地域の工業高校の生徒等と企業の「対話」による相互理解促進の場や、地
域の強みを生かした広域連携による移住・交流の展開のための勉強会を開催
するほか、弘前圏域定住自立圏構成市町村と連携して婚活事業を実施する。

　ソーシャルマーケティング手法によるがん検診の勧奨方法の研修やモデル
市町村での実践等のほか、大学生と連携した健康づくり啓発、子どもと保護
者への受動喫煙防止ＰＲを行う。

　中南地域の農家所得の向上と農業・農村の魅力アップに向け、農園等にお
ける体験型カフェ（農のふれカフェ）に取り組む農家を育成するとともに、
認知度向上のためのＰＲを行う。
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魅力を伝え価値を高める「津軽の手仕事」振興事業 4,667 千円

中南地域着地型観光魅力発信事業 4,649 千円

市場ニーズ拡大に対応した中南地域高品質もも生産推進事業 1,216 千円

中南発「もったいない！」木材生産モデル事業 2,088 千円

（再掲） 「つがるのミニトマト」生産拡大推進事業 2,271 千円

新 三八地域まちあるき・地域づくり団体交流ステップアップ事業 3,182 千円

（未来デザイン県民会議枠）

（再掲） 新 三八地域一体型広域観光情報発信事業 5,846 千円

新 三八森林資源活用推進プロジェクト事業 2,493 千円

（再掲） 新 冬の美食「北浜ほっき貝」生産力レベルアップ事業 1,800 千円

（再掲） 地域ぐるみによる三八地域ものづくり産業人財育成事業 4,376 千円

（再掲） 三八地域産学出会い創出実証事業 5,270 千円

三八地域がっちり稼ぐ広域観光事業 4,240 千円

三八地域未利用熱エネルギー活用推進事業 1,800 千円

八戸平原地域アスパラガス産地化推進事業 831 千円

ジュノハートを核とした「さくらんぼの里」活性化事業 2,145 千円

三八酪農生産基盤強化事業 1,093 千円

山火事予防対策充実強化事業 668 千円

（再掲） 新 西北地域移住マーケティング支援事業 2,700 千円

新 「太宰治生誕110年」に向けた支援事業 7,957 千円

　まちあるき団体の広域的な連携・ステップアップや地域づくり団体の交
流・ネットワーク化を図るため、県内他地域でのまちあるき実地研修やホス
ピタリティ･安全面確保等の講座の開催、地域づくり団体の交流会等を開催
する。

　森林の公益的機能発揮や林業を主体とした地域活性化を推進するため、自
伐林家の育成や「木の駅」仕組みづくりへの支援、林業女子会等の応援隊結
成に向けたワークショップ等を開催する。

　北浜海域（三沢～八戸）の特産水産物であるホッキガイを対象に、持続的
な生産対策の検討や、首都圏での販売促進などによる産地間競争力向上に取
り組み、北浜海域ホッキガイの資源維持と漁業経営の安定化を図る。

　平成31年の「太宰治生誕110年」に向け、「太宰ミュージアム」のコンテ
ンツの魅力を高めるとともに、太宰ゆかりの施設のネットワークを構築し、
気運醸成と各施設の記念展示等の準備を支援する。

　管内市町の移住推進の取組を充実・強化するため、ターゲットを明確にし
た広域的な受入体制の整備や効果的な情報発信を支援する。

　三八地域の広域観光の推進を図るため、地元の意識形成を図る広域観光
フォーラムの開催、パンフレット等の活用による情報発信、外国人観光客誘
客に向けたインフルエンサー等を活用したＰＲを実施する。

【事業数９、事業費32,730千円】

【事業数12、事業費33,744千円】
（３）三八地域県民局

（４）西北地域県民局
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新 西北地域インバウンド気運醸成事業（未来デザイン県民会議枠） 2,269 千円

新 大学生が魅力を感じるグリーン･ツーリズム普及拡大事業 2,175 千円

新 水田を活用した加工･業務用野菜の産地化推進事業 4,708 千円

新 「西北の米」競争力強化事業 2,935 千円

（再掲） 津軽半島北部エリア誘客促進事業 6,000 千円

西北の大粒系ぶどう産地育成事業 1,456 千円

「西海岸の魚」魅力アップ推進事業 2,530 千円

（再掲） 新 上北エリア移住促進支援事業 3,717 千円

（再掲） 新 かみきた女性らく楽農作業サポート事業 2,672 千円

新 経営力アップによる上北肉用子牛生産基盤強化支援事業 3,533 千円

農工連携による上北地域バイオエネルギー導入支援事業 4,042 千円

（再掲） 十和田湖奥入瀬自然・歴史魅力発信広域連携事業 6,626 千円

（再掲） 上北アクティビティ・ブラッシュアップ事業 2,540 千円

（再掲） 明日を生きる力アップ推進事業 2,276 千円

（再掲） 上北の地元に愛される「まっしぐら」応援事業 3,807 千円

上北型飼料用稲の省力栽培拡大事業 1,004 千円

野辺地葉つきこかぶ産地力向上推進事業 1,101 千円

上北地域酪農主産地再興事業 2,201 千円

地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業 2,543 千円

　西北地域におけるインバウンド推進に向けた気運醸成と受入態勢整備を図
るため、外国人観光客受入に関する事例集の作成及び研修の実施、インバウ
ンド向けの観光コンテンツの抽出・課題整理等の取組を実施する。

　広大な水田の有効活用や労力不足への対応に向け、実需者ニーズが高く、
かつ労働生産性の高い「加工トマト」・「つくねいも」・「たまねぎ」の普
及を図る。

　多様化する業務用米市場における西北米の競争力を強化するため、認証Ｇ
ＡＰ取得などワンランク上の米生産にチャレンジする生産者を支援し、評価
向上による新たな需要の獲得を目指す。

　上北管内市町村が連携して行う上北エリアとしての移住に係る取組を促進
するため、研究会による連携推進や情報発信の強化を支援する。

　野菜農家の軽労化と農繁期の労働力を確保するため、女性の目線で、身体
的負担が少ない働き方と若手農業サポーターの確保に向けた体制づくりを推
進する。

　地域の魅力的な農山漁村体験や観光資源を大学生の視点から提案してもら
い、それらを組み合わせた旅行商品を開発するとともに、グリーン・ツーリ
ズム実践者を増加させることで受皿を確保し、農家の所得向上等に結びつく
体制を整える。

　肉用子牛の生産基盤を強化するため、後継者の経営力向上に向けた勉強会
や子牛の早期出荷体制の実証、増頭経営モデルの実践を支援する。

（５）上北地域県民局
【事業数12、事業費36,062千円】
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新 下北地域産直活性化プロデュース事業 1,978 千円

（再掲） 新 下北建設産業担い手確保プロデュース事業 1,779 千円

（再掲） 下北まちづくりプレーヤーレベルアップ事業 2,280 千円

（再掲） 台湾を主軸とした下北インバウンド促進事業 3,700 千円

（再掲） 下北地域健康なまちづくり事業 4,326 千円

（再掲） めざせ！下北ＭＵＥＮ（無煙）タウン事業 （2,244 千円）

（再掲） 下北自転車ロード活用促進事業 （2,082 千円）

地域飼料資源活用による下北畜産再興事業 846 千円

下北地域魅力ある漁業づくり推進事業 9,108 千円

300,000 千円

２　未来を変える元気事業費補助

　市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく取組など、市町村が自
発的、主体的に実施する地域特性を生かした事業に要する経費について助成
する。

　下北地域の産直施設における販売額向上に向け、産直活性化プロデュース
会議や異業種連携による「下北マルシェ」を開催するほか、産直施設販売員
等の資質向上に向けた研修会等を開催する。

　下北地域における地元建設産業への理解を深め、若年層の入職促進、地元
定着を図るため、小・中学生等を対象とした建設現場見学会や、高校生を対
象とした建設産業従事者との意見交換会等を実施する。

【事業数８、事業費24,017千円】
（６）下北地域県民局
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